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ご挨拶
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オンライン説明会資料をご覧いただき誠にありがとうございます

初めまして。エムケイシステム松山開発センター採用担当です。この度は当社にご興味を

持っていただき、大変光栄に思います。これからの資料では、2021年4月新卒入社で就職

活動をされている皆様に、当社をご紹介させていただきます。全てをご覧いただいた上で、

新卒採用選考に進むかどうか判断いただければと存じます。選考に進んでいただける方は、

本資料内に記載の【エントリーコード】をエントリーフォームにご記入の上で送信を宜し

くお願い致します（エントリーコードのないエントリーは無効とさせていただきますので

予めご了承ください） では最後までお付き合いを何卒宜しくお願い申し上げます。
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基 本 情 報



株式会社エムケイシステム（2015年JASDAQ上場）

設立 1989年2月22日
本社所在地 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号

梅田センタービル30階
拠点 大阪、東京、福岡、二戸、名古屋、松山
代表者 代表取締役社長 三宅登
従業員数 連結124名 単体92名 ※2020年1月6日現在

▶就業場所：【拠点名】松山開発センター

所在地 愛媛県松山市花園町3－21
朝日生命松山南堀端ビル7階

アクセス 南堀端駅から徒歩1分、松山市駅から徒歩5分ほか
従業員数 13名（男性8名、女性5名） 松山開発センター

（朝日生命松山南堀端ビル）
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会社概要



経営理念
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人にやさしいシステムの提供で、社会に貢献する。

当社サービスの利用者だけでなく、

その先に居る企業従業員や

その家族を含めた人々にとって、

使いやすいシステムであることはもちろん、

社会保障や人材育成に貢献することで、

社会基盤を支えます。



業績ハイライト(単体)
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売上高 (百万円) 経常利益 (百万円)

直近3年間で売上高147%UP・経常利益490%UPの急成長中！
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商 品 紹 介



社会保険労務士事務所向け
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「社労夢（Shalom）」は社会保険労務士業務支援システムのスタンダードです。
社会保険・労働保険の煩雑な申請手続きを大幅に効率化します。国内IDCで運用
する高セキュリティのクラウドサービスです。

(旧デザイン)



一般企業向け（１）

●ご導入企業 (一例)
※当社HPより抜粋
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社会保険労務士事務所での実績とノウハウを一般企業に展開しました。人事総務部
門の雇用保険・社会保険申請手続「内製化」の業務負荷を劇的に軽減します。大手
企業を中心にご導入が増加しています。



一般企業向け（２）
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2019年4月サービス開始

入社から出産・退職を含む会社への申請処理が一元的にクラウドで管理できます。
従業員はスマホやパソコンにより、気軽にいつでも申請可能、申請されたデータ
から雇用保険・社会保険の書類を簡単に準備でき、電子申請まで行えます。

●DirectHR紹介動画（以下YouTubeからご覧ください）

https://youtu.be/InyiV4GKezk

『人事労務クラウドシステム「DirectHR」を簡単にご紹介。』
再生時間：02分06秒

https://youtu.be/InyiV4GKezk


当社システムの利用例

会社は、従業員やそのご家族の「健康保険証」を発行します。

これは社会保険で定められているためです。
社会保険とは「病気やケガ、一定の年齢など誰もが起こり得ることに対する
生活の保障」をさします。
社会保険には、健康保険や厚生年金があります。

「健康保険証」を発行する際に当社システムが様々にご利用頂いております。

そのフローや利用方法を次スライドからご紹介致します。

11



当社システムの利用例

登場人物（システム利用者）の紹介
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①従業員

健康保険証を受け取る本人。

②人事総務部

従業員の健康保険証を発行
するために手続きをする人。
社労士とのやり取りをする。

③社会保険労務士(社労士)

社会保険のプロ。企業の人事総務部
の代わりに、健康保険証の発行など
の手続きを行う。

④健康保険組合

実際に健康保険証を発行する人。



当社システムの利用例

導入前フロー
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従業員本人 人事総務部 社会保険労務士 健康保険組合

申請書記入
および提出

申請書チェック
および発送

申請書チェック
および発送

紙運用では各人へ負担がかかる上に健康保険証がご本人へ届くまで時間がかかる



当社システムの利用例

導入後フロー
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社労夢（Shalom）を通じて必要な情報が安全かつスピーディーに提出される

従業員本人 人事総務部 社会保険労務士 健康保険組合



当社システムの利用例

導入後フロー

15

発行手続きが簡単なことでいち早くご本人に健康保険証が届く

従業員本人 人事総務部 社会保険労務士 健康保険組合
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松山開発センターのご紹介



特 徴
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●従業員数 13名（男性8名、女性5名）

●主な職種 システムエンジニア、プログラマー

●仕事内容 システム設計、開発およびテスト
・プログラミング
・納品前テスト
・問い合わせ対応など

●PG言語 PHP C# JavaScript SQL HTML
CSS Java C++ XML VBなど
※担当によってPG言語は異なります

自社内開発100％

静かな社内

オフィスカジュアル

客先常駐がないので自社で気の
知れた同僚と仕事ができます。

基本的に静かで仕事に集中しや
すい環境です。ラジオで音楽を
流しながら仕事しています。

スーツ必須ではなくTPOに合
わせて比較的ラフな格好です。

月平均残業15時間

会社全体で残業時間削減に
積極的に取り組んでいます。



オフィス写真
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2018年2月に移転したばかりで
綺麗なオフィスが自慢です。

松山城やくるりんが見えて眺めも抜群。
アクセスも良いので

お気軽に見学へお越しください。
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新 卒 採 用 情 報



求める人物像
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・IT経験問わず、システム開発に興味のある方

・自ら新しい技術を習得し、主体的に動ける方

・やる気と根気のある方、

チームで協力しあい仕事を進めていくので協調性のある方

必 須 条 件

歓 迎 条 件 ・情報処理技術者資格保有者

・VB .NET C＃ HTML PHPの経験者

・データベース知識のある方（Oracle、SQL Server）

※学部学科不問



募集要項
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募集職種 システムエンジニア、プログラマー（正社員３名）

勤務時間
8：45～17：45（所定労働時間8時間）
休憩時間 12：00～13：00（60分間）
フレックスタイム制：無

就業場所
【エリア限定採用】松山開発センター
〒790-0005 愛媛県松山市花園町3-21 朝日生命松山南堀端ビル7F

基本給 月給220,000円～

諸手当
交通費（上限30,000円・1ヶ月分の通勤定期代実費）
残業手当（残業時間に応じて別途支給）

昇 給 年1回

賞 与 年2回（2019年度実績3.8ヶ月程度）



募集要項
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募集職種 システムエンジニア、プログラマー（正社員３名）

休日休暇
完全週休二日制（土日）
年間125日間（祝日、夏季休暇、年末年始休暇）
有給休暇（法定通り入社半年経過後10日間付与）

社会保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

福利厚生 確定拠出年金制度、資格取得報酬金制度

退職金 無

研修期間
有
≪参考≫内定者研修、新人研修(会場：大阪本社)、プログラミング研
修(会場：松山開発センター) ※研修内容は変更になる場合がございます。

試用期間 有（2ヶ月）



選考プロセス
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エントリー
本資料（会社説明会資料）確認後
エントリーフォームよりエントリー

内 定

書類選考

一次選考

二次選考

履歴書、卒業（見込）証明書、成績証明書提出

適性検査（ SPI ）
レポート作成 社員面談（２～３名） 松山開発センター（松山市花園町）

役員面談（２～３名） 大阪本社（大阪市北区）

注意事項 ・内容が変更になる場合もございますので予めご了承ください。
・遠方の方の交通費に関しては支給を検討致します。
・選考結果は1～2週間以内にメールまたはお電話でご連絡致します。
・プロセス全体で1～2か月程度を想定しております。

【エントリーコード】3487



お問い合わせ先
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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

当社について少しでもご理解を深めていただけましたら誠に幸いです。

皆様にお会いできますことを、社員一同、心より楽しみにしております。

ご不明点ご質問はお手数ですが以下まで宜しくお願い致します。

株式会社エムケイシステム 人事総務部 新卒採用担当

TEL：089-941-3487（代表）FAX：089-941-4673 Email：recruit@mks.jp


